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第1条（趣旨）
九州大学は，
日本国民のみならず，世界中の人々からも支持される高等教育を一層推進するた
めに，
この教育憲章を定めることとする。
第2条（教育の目的）
九州大学の教育は，
日本の様々な分野において指導的な役割を果たし，
アジアをはじめ広く全
世界で活躍する人材を輩出し，
日本及び世界の発展に貢献することを目的とする。
第3条（人間性の原則）
九州大学の教育は，秀でた人間性を有する人材を育成し，上記の目的を達成するために，次のこ
とを指向することとする。
（a）人間の尊厳を守り，生命を尊重すること。
（b）人格，才能並びに精神的及び肉体的な能力を発達させること。
（c）真理と正義を愛し，個性豊かな文化の創造をめざすこと。
（d）
自然環境を守り，次世代に譲り渡すこと。
第4条（社会性の原則）
九州大学の教育は，秀でた社会性を有する人材を育成し，上記の目的を達成するために，次のこ
とを指向することとする。
（a）
自由な社会に積極的に参加し，
勤労を尊び，
責任ある生活を送ること。
（b）基本的人権を尊重すること。
（c）両性の平等を尊重すること。
（d）必要な政治的教養を含む市民的公共性を育成すること。
第5条（国際性の原則）
九州大学の教育は，秀でた国際性を有する人材を育成し，上記の目的を達成するために，次のこ
とを指向することとする。
（a）
アジアをはじめ全世界の人々の文化的，
社会的，
経済的発展に寄与すること。
（b）種族的，国民的及び宗教的集団の間の理解，
寛容及び友好を促進すること。
（c）世界の平和に貢献し，将来の世代を戦争の惨害から守ること。
（d）国際連合憲章の謳う原則を尊重すること。
第6条（専門性の原則）
九州大学の教育は，秀でた専門性を有する人材を育成し，上記の目的を達成するために，次のこ
とを指向することとする。
（a）人間性の原則，社会性の原則及び国際性の原則並びに実際の生活に即して，専門性を深化，
発展させること。
（b）科学技術の発達と学術文化の振興を融合させること。
（c）独創性，創造性を重視すること。
（d）専門家としての職業倫理を育成すること。
（e）学問の自由及び専門家の自律性を尊重すること。
第7条（一体性の原則及び職責の逐行等）
1.九州大学は，全学一体となって，
上記の教育目的及び原則の達成に取り組むこととする。
九州大学の教職員及び学生は自己の使命を自覚し，その職責等の遂行に努めなければならな
い。
2.前項の職責を遂行するために，教育研究組織の自治及び構成員の身分は尊重されなければ
ならない。

創立 110 周年を迎え，
未来に向けて発展する九州大学で
ともに学びましょう。
新たな100年に向けて
2021年に110周年を迎えた九州大学は，1911年の創立以来，多くの優れ
た人材や研究成果を社会に送り出してきました。現在も約19,000人の学生と
教職員約8,000人が在籍し，12学部，18学府，国内最大級の大学病院や附属
図書館等を有する我が国の基幹総合大学として発展し続けています。私たちは
「自律的に改革を続け，教育の質を国際的に保証するとともに常に未来の課題
に挑戦する活力に満ちた最高水準の研究拠点となる」という基本理念を掲げ，
高度な研究に励み，世界で活躍するリーダーを養成する大学としてたゆまぬ挑
戦を続けています。次の100年もこれまでの歴史と伝統を基盤に，学生・教職
員とともにたくさんの課題に挑みます。

生涯に渡る学びの育成
九州大学では「基幹教育」において，1年生全員が1年間，学部を超えた同級
生とともに学び，自らの潜在能力の高さに気づいてもらう「気づかせる教育」
を行い，学生の「学びの力」を引き出しています。専門教育を学ぶ前に幅広い
分野の知識や人としての根幹を作る学びの機会を設け，生涯に渡って自ら学び
続けるアクディブ・ラーナーとしての「学び方」を学び，
「考え方を学ぶ」ため
の姿勢と態度を育んでいます。幅広い教養は，ときに専門分野の研究において
もイノベーションを起こすことにも繋がります。これらの基幹教育で身につけ
た知識や姿勢，それに人間関係は，大学での学びだけでなく，社会に出てから
も役立つものになるはずです。

国際研究拠点としてのキャンパス
九州大学には主に4つのキャンパスがあります。日々 2万人が集う日本最大

九州大学総長

いしばし

規模の伊都キャンパスでは，「総合科学の中枢・実証実験拠点」として，最先
端の研究や教育が行われています。世界最先端の医療設備を備えた病院キャン
パスはアジアにおける「生命医療科学拠点」として，筑紫キャンパスは物質・
環境・エネルギー分野の「先端科学融合拠点」として，芸術工学部がある大橋
キャンパスはアジアにおける「先端デザイン拠点」として，それぞれ特色ある

ながら，共同研究の拡大や研究成果の実用化・事業化など，活動の成果を実際
に社会で活かすための取り組みを進めています。

たつろう

略歴
1975. 3

研究や教育を展開しています。これらのキャンパスは，立地や特徴を活かし，
また，実空間のみならずサイバー空間での様々なネットワークを活用・展開し

石橋 達朗

九州大学医学部卒業
九州大学医学部眼科学教室入局

1977. 4

九州大学大学院(病理学教室)入学

1981. 3

九州大学大学院(病理学教室)卒業

九州大学では，いち早くグローバル化の進展を見据え，国際化に取り組んで

4

きました。現在9つの学部では国際コースがスタートしています。28カ国122

1984. 1

南カリフォルニア大学、ドへ二一眼研究所に留学

1986. 2

帰国後、九州大学医学部眼科講師

留学生向けの講義や交流プログラムにも積極的に参加するなど，キャンパス内

1995. 4

九州大学医学部眼科助教授

での国際交流も盛んです。

2001. 9

九州大学大学院医学研究院眼科学分野教授

2013. 4

九州大学副学長兼任

的な大学です。新型コロナウイルス感染症の影響により，多くの活動が制限さ

2014. 4

九州大学病院長兼任(〜2018年3 月)

れる中，教育機会の確保に最大限の努力をしています。みなさんも，九州大学

2015. 3

九州大学大学院医学研究院眼科学分野教授退任

2018. 4

九州大学理事・副学長(〜2020年9月)

大学の大学間交換留学協定を結び，世界中の大学と交流を行っているだけでな
く，全学生の8人に1人が留学生という国際色豊かな環境のもと，学生たちは，

九州大学は長い歴史と伝統を礎に，常に自律的に改革し，発展し続ける革新

で自ら選択した学びに真摯に向き合い，それを深め，目指した学びを全うして
みませんか。九州大学は，みなさんの入学を心からお待ちしています。

九州大学医学部眼科助手

2020.10 九州大学総長
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本学の概要

ー学部ー

1867

黒田藩医学校 賛生館

1877

福岡病院

1879

福岡県立 福岡医学校附属病院

1888

福岡県立 福岡病院

1903

京都帝国大学 福岡医科大学

1911

九州帝国大学

医科大学,工科大学

1919

医学部,工学部,農学部

1924

法文学部

1939

理学部

1947

（旧制）

1949

（新制）

1964

薬学部

1967

歯学部

2003

芸術工学部（九州芸術工科大学と統合）

2004

国立大学法人 九州大学

2018

九州大学
九州大学

文学部,教育学部,法学部,経済学部

共創学部
九州大学は,1911年に設立された工科大学と,1903年にすでに設立されていた京
都帝国大学福岡医科大学とを統合し,1911年に九州帝国大学として誕生しました。東
京,京都,東北帝国大学に次ぐ第4番目の帝国大学で,100年の歴史と伝統を誇る我が
国の高等教育の基幹をなす大学であり,これまで数々の世界的な教育・研究に関する
業績を挙げてきました。現在,九州大学は学部学生約11,800名,大学院学生約7,000
名と教職員約8,000名が所属する巨大な知的集団であり,優れた人材育成と卓越し
た基礎及び応用研究の成果を,常時世界に発信する我が国有数の中核的教育・研究
拠点大学です。
2003年10月には九州芸術工科大学と統合し,伝統的な学問領域に対応している
文学,教育学,法学,経済学,理学,医学,歯学,薬学,工学,農学に,新たに「芸術工学」が加わ
り,11学部となり,これらの学部は,いずれもが古来より大陸文化との交流拠点として培
われた博多の地の開放的な進取の気風にのっとって拡充・改組を続けてきています。
さらには,2018年4月に,地球の持続可能性に関する社会的課題（フューチャー・アー
ス）を解決できる新たな高度人材養成を行うことを目的とした「共創学部」を設置しま
した。
2005年に福岡西部に誕生した伊都キャンパスは，市民に開かれた都市型キャンパ
スとして，学生や教職員とともに市民も日常生活を知的に満喫できる場を提 供すべ
く，教 育・研 究 施 設の 整 備を 進 めています。21世 紀 型 の 教 育の 場として,カーボン
ニュートラル・エネルギーや有機ELデバイスなど未来を拓く研究の実証実験の場と
して,また,地域と連携した学術研究都市の中核としてますます期待が大きくなってい
ます。

基幹教育院
学部
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九州大学とは?
九州大学教育憲章
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何を学べるの?

※各学部の募集人員については,令和３年度入学者選抜に係る募集人員を掲載しています。
なお,令和４年度入学者選抜に係る募集人員については,令和３年7月中旬発行予定の入学
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